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東レ株式会社・株式会社東レ経営研究所 共催　繊維産業シンポジウム講演抄録

東レグループの地球環境事業への取り組みと
新しい成長戦略

1．地球規模の課題
今日は「東レグループの地球環境事業への

取り組みと新しい成長戦略」と題して、地球
温暖化や、気候変動などの国際社会の解決す
べき課題、最近大きく取り上げられる海洋プ

ラスチック問題、また、GHG（温室効果ガス : 
greenhouse gas）削減と自動車電動化の動き、
経済成長と環境保護の両立、2030 年や 2050
年の世界の状況などについてお話しします。

深刻化する地球環境問題
まずは地球環境問題ですが、地球の温暖化に

ついて、IPCC（気候変動に関する政府間パネル：
Intergovernmental Panel on Climate Change）で
は、今後対策をとらないと 2.6℃～ 4.8℃気温が
上昇すると推計しています。この気温上昇を 2℃
以内に抑制するというのが、パリ協定の 2℃目
標です。更に最近では、IPCC では、1.5℃目標
も議論されています。また、気候変動が原因と
なり北極の海氷面積が 4％減少、米国の山火事
での焼失面積が 30％増加、日本の水害発生件数
も 1.5倍に増加、といった被害が報告されてい
るのも皆さんご存知のとおりです（図表1）。

昨今、「地球環境の限界」ということが語られ
るようになりました。経済発展や技術開発が進
む中、人間の生活は豊かで便利になった一方で、
人間が生存する基盤としての地球環境の維持が
限界に達しているのではないか、という議論で
す。これを、「プラネタリー・バウンダリー」と

去る 3月1日に、金沢市の ANAクラウンプラザホテル金沢において、東レ株式会社と株式会社東レ経営研
究所の共催で繊維産業シンポジウム「北陸産地の新たな成長と産業競争力強化」を開催しました。当日は株式
会社日本総合研究所主席研究員 藻谷浩介様、ライフスタイルアクセント株式会社代表取締役 山田敏夫様、東レ
株式会社 野中利幸地球環境事業戦略推進室室長の 3人の講師にご講演いただきました。本号ではそのうち、野
中室長の講演内容をご紹介します。なお、山田様のご講演内容については、本誌「繊維トレンド」7・8月号で
ご紹介します。

東レ株式会社　地球環境事業戦略推進室　室長

野中	利幸（のなか としゆき）氏
1961年千葉県生まれ。1984年慶應義塾大学法学部卒業、東
レ株式会社入社（フィルム営業）2004年7月東レフィルム加工株
式会社出向。2009年4月フィルム新事業企画推進室長、同年
6月地球環境事業戦略推進室設立、主幹。2016年5月地球環
境事業戦略推進室室長。一般社団法人産業環境管理協会理事、
一般社団法人日本経済団体連合会、環境安全委員会、地球環
境部会、地球温暖化対策WG委員。内閣府「エネルギー・環境
イノベーション戦略」（NESTI2050）委員。その他、環境省サプラ
イチェーン排出量の削減推進方策検討会WG委員など歴任。



5繊維トレンド　2019 年 5･6 月号

東レグループの地球環境事業への取り組みと新しい成長戦略

いい、「気候変動」「生物圏の一体性」「土地利
用変化」「生物地球科学的循環」についての限
界が指摘されています。また、ストックホルム
大学のヨハン・ロックストーム教授は「プラネ
タリー・バウンダリーは、2015年に国連で採択
された持続可能な開発目標（SDGs）の基礎と
なった概念」であるとしています。ご承知の通
り、SDGs は 2015年9月に国連で持続可能な開
発目標として 17 の目標が採択されました。世
界が、地球環境問題の課題に対して動き出して
います。

この地球環境問題とは、人口増加・工業化が
進む中、エネルギーと資源の問題、そして食糧
問題とも複雑に絡み合うという面があります。
世界規模の問題に対して日本も国際競争力を発
揮しながら、外交・安全保障をどう展開するか
等が課題になっています。経済成長と環境問題
のようにこれまで対立関係だったものを共存さ
せることが求められ、そのためには技術開発・
イノベーションを加速させる必要があります。
それによって、持続可能な成長が実現するとい
えます。

エネルギーと資源の問題では、現在、エネル
ギー資源の埋蔵量が限られていることが指摘さ
れています。また、食糧問題では世界の穀物の

期末在庫率が低下する中で、世界の農産物輸出
は特定国へ集中し、日本の食料自給率は年々低
下しています。一方で、中国では食料安全保障
戦略の転換を図っている状況です。環境問題で
は、先に述べた通り、何も対策を取らなければ
世界の平均気温は 4.8℃上昇するという予測が
あり、海面上昇や、沿岸での高潮、大都市の洪水、
熱波、気温上昇や干ばつによる食料不足他、さ
まざまな問題が引き起こされるといわれていま
す。

人口増加については最近の国連の予想で、
2017年の 76億人が 2100年には 110億人になる
とされています。途上国を中心に人口が急増し
ており、新興国の急速な所得上昇もあって、肉
食化に伴う飼料を含めた穀物消費増加や水産物
需要の増加も起きています。

気候温暖化や気候変動に対する緩和策と適応策
このような状況下、気候変動の影響にどう対処

するかですが、これまでは地球温暖化の原因とな
る GHG の排出抑制といった緩和（Mitigation） 
策がいわれてきましたが、ある程度の気温上昇
はもはや避けられないということで、近年は既
に起こりつつある、あるいは起こりうる気候変
動の影響に対処し、被害を回避・軽減する適応

図表1� 出所：東レ（株）
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（Adaptation）策も重視されています。従来の
GHG抑制といった緩和策だけではなく、気温上
昇や降雨パターンの変化、海面水位上昇といっ
た気候要素の変化、更に温暖化による影響で米
他、農産物の品質低下、あるいは災害増加、熱
中症や感染症の増加といったことに対して被害
を回避・軽減する適応策について議論を深め、
かつ対応策に対してどういう事業展開があり得
るかを考えていく必要があります。

サーキュラーエコノミー
資源循環をさせるサーキュラーエコノミーに

ついても欧州で盛んに議論されています。現在、
図表2 のように、一方向である線形経済（Linear 
Economy）から、円を描く循環経済（Circular 
Economy）へ社会を変えていこうというもので
す。循環経済（Circular Economy）の普及促進は、

「流通・消費→メンテナンス→再製造→流通・消
費」にもなり、「シェアリング」や「モノのサー
ビス化」というビジネスチャンスとして捉える
動きも出てきています。日本でも PETボトル
のリサイクルなど既に高い回収率で進んでお
り、その他さまざまな分野では、「サーキュラー
エコノミー」はある程度実現されているものも
あります。消費資源を回収し再生・再利用を続
けることで、資源の制約から離れた新しい経済
モデルを実現するというのは日本が率先して進

められる産業であり、チャンスだと思います。

海洋プラスチック問題とマイクロプラスチック
環境問題のトピックスとして、現在、世界で

大きな課題として取り上げられている海洋プラ
スチック問題の現状についてご説明します。国
連環境計画（UNEP）が動画を作成しており、
複雑な世界の課題を平易説明していますのでこ
こで紹介します（https://www.youtube.com/watch?v= 

RS7IzU2VJIQ&t=75s ※unep plastic で検索）。
世界では、海洋の漂着ゴミは、非常に大きな

問題になっています。海洋プラスチックゴミは、
漁具、釣り具の一部、ペットボトルやポリタン
クなどで、これらの大量のゴミが原型のまま漂
着します。それによる沿岸環境への影響、船舶
への障害、漁業への影響が既に出ています。ま
た、それらが分解され 5mm以下のマイクロプラ
スチックとなり、海洋生物がそれらを飲み込む
ことで、その生態系への影響が懸念されている
ことは、皆様ご存知のとおりです。一方、マイ
クロプラスチックの問題は、単純に海洋プラス
チックのゴミ問題と混同されがちですが、海洋
廃棄することそのものの問題や社会システムと
してプラスチックをどのように適正に使用して
いくかの議論をすべきです。現在の議論は、プ
ラスチック＝悪という議論になりがちですが、
永年プラスチックが文明に寄与している面は極
めて大きく、その機能と役割、使用と廃棄をしっ
かり科学的知見を入れて把握し、それに対して
対策を打つべきです。従って、海洋プラスチッ
クゴミ問題とマイクロプラスチック問題はしっ
かり分けて議論すべきで、廃棄・回収・利用に
ついて適切な議論をすべきと考えます。日本に
おいても化学業界、産業界・経団連含めて政府
を巻き込んで提言をおこなっているところで
す。

また、日常生活で発生するプラスチックゴミ
への対応については、ヨーロッパ、アメリカ、図表2� 出所：東レ（株）
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日本など世界の各地域によって違いが見られま
す。例えば、アメリカでは、埋め立て（Landfill）
での廃棄が現状多く、日本では、マテリアルリ
サイクル（素材でのリサイクル）も推進してい
ますが、環境対策を打ったゴミ処理場で焼却す
るサーマルリサイクルも多く行っています。

これについて欧米では、真のリサイクルでは
ない（それはサーマルリカバリーである）とい
うことで嫌われる面もありますが、熱エネルギー
資源として回収しようというもので、国土の小
さい廃棄場所が少ないこの日本では、海洋プラ
スチック問題の解決策の 1 つになるのではない
でしょうか。

2．世界の急激な技術進化
世界の移動体の技術進化と各地域での再生可能
エネルギー状況

次に、世界の急激な技術進化について、具体
的な事例を基にお話しします。

最初に自動車ですが、皆さんご存知のとおり、
Mobility分野での技術開発の方向性は、4 つの
キーワード、コネクティビティ（接続性）の「C」、
オートノマス（自動運転）の「A」、シェアード（共
有）の「S」、エレクトリック（電動化）の「E」
を取って「CASE」といわれています。更に物
流分野では、世界で EC が拡大しており、アメ
リカの 365日24時間動いている物流倉庫では、

充電時間も少なく、長時間稼働できる燃料電池
フォークリフトが活躍しています（図表3）。

また、欧州では、燃料電池列車が試験的に走
り始めています。なぜこのような取り組みが進
んでいるかというとドイツでは、まだ鉄道の
50％が非電化地域で、電車ではなくディーゼル
動力の列車が走っています。すべて電力にする
ためには、架線敷設やトンネル・橋梁の改造が
必要ですが投資採算が合いません。そのため、
電化ではなくディーゼル燃料の列車の代替に燃
料電池列車を採用する計画です。既に実証実験
が始まって、2021年までには実用化する予定で
すが、今後ドイツだけではなく、イギリス、フ
ランス、デンマーク、オランダ、ノルウェーな
どで導入が見込まれています。

一方、日本では、燃料電池列車などは、まだ
考えられないものですが、燃料電池フォークリ
フトが一部試験的に実証され始めています。米
国では燃料電池フォークリフトが商用で大規模
に普及しており、経済合理性をもって採用する
動きとなってきています。このように新たな技
術の普及は、各地域のインフラ整備次第ではあ
りますが、世界の常識にもなってきています。

また、欧州を中心にして急速に普及してきて
いる再生可能エネルギーについてご紹介します。
欧州では、洋上風車がバルト海沿岸とかイギリ
スの北海地域（「国王の公の不動産」といわれる
Crown Estate:クラウンエステート）の大きな大
陸棚に設置されています。直径約200m近い、
お台場のパレットタウンにある観覧車（100m）
の倍の大きさの風車が 50基100基という規模で
建設されています。再生可能エネルギーは環境
に優しいとされるのはもちろんのこと、大規模
な風力発電でコストも抑えられています。電力
競争力が高いので一気に普及しているのです。

諸外国のエネルギー事情
日本と諸外国の GHG排出量がないゼロエ図表3� 出所：東レ（株）
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ミッション（zero emission）1 の電源について
まとめたのが図表4 です。

日本 米国 EU平均 ドイツ 英国 フランス
ゼロエミ比率 16% 33% 56% 44% 46% 93%
再エネ 15% 13% 29% 29% 25% 16%
　　変動再エネ
　　（太陽光/風力） 4% 5% 13% 18% 14% 5%

　　安定再エネ
　　（水力・地熱・バイオ） 11% 8% 16% 11% 11% 11%

原子力 1% 19% 27% 14% 21% 78%

図表4� 出所：資源エネルギー庁資料を基に東レ地戦室で数値を整理

表では太陽光や風力の変動再生可能エネル
ギーと、水力や地熱の安定再生可能エネルギー
をまとめて再エネとしています。なお、日本は、
2011年東日本大震災後、原子力発電が停止した
こともあり、ゼロエミッション電源の比率が
16％となっています。一方、環境先進国である
ドイツもある程度再生可能エネルギーを普及さ
せているのですが、まだゼロエミッション電源
の比率は 44％です。フランスは原子力の電源比
率が 78％なのでゼロエミッション電源の比率は
93％と高い数字になっています。

図表5 に示した再生可能エネルギーのコスト
を見ると、kWh（キロワット時）で、2010年で
は欧州と日本はほぼ同じ電源コストでしたが、
再生可能エネルギーが大量に普及したことで、
2016年では欧州は日本の半分です。

2010年 2016年
円/kWh 総コスト 総コスト 設備 工事 運転維持費
欧州 40円 10円 6円 2円 2円
日本 40円 20円 12円 5円 3円

図表5� 出所：資源エネルギー庁資料を基に東レ地戦室で数値を整理

先ほどお話した大規模な洋上風車のプロジェ
クトや太陽光発電の普及もあって、再生可能エ
ネルギーが環境に優しいという以上に、今や価
格競争力に利点があります。2018年、2019年
の最近では、既に 10円を割り 1桁台の電力コス
トになっており、欧州では環境対策と併せて安
価な電力が産業競争力となっています。日本で
は、FIT（再生可能エネルギーの固定買取価格
制度）による高価格と競争の不在、多段階の流
通構造、国土が狭く再生可能エネルギー適地で
はない地理条件などの理由で、再生可能エネル
ギーのコストがなかなか下がらないのですが、
世界ではこのような動きになっています。

次に、発電と CO₂排出との関係について見て
いきます。図表6 は EU主要国と日本の、電源
構成について示したものですが、kWh当たりの
CO₂の排出係数 2 を見ると 540g の日本や、450g
のドイツはまだ大きいのですが、52％が水力発
電のスウェーデンは 11g、原子力があるフラン
スは46gと排出係数が小さくなっています。ヨー

1：GHG排出を伴わないエネルギー源
2：一定の電力をつくり出す際に排出した二酸化炭素を測る指標（CO₂排出原単位とも呼ばれる）。「実二酸化炭素排出量÷販売電力量」で算出。単位は
「g-CO₂/kWh」

EU主要国・日本の CO ₂排出係数と発電構成

スウェーデン フランス デンマーク スペイン ドイツ 日本

CO ₂排出係数（CO ₂／ kWh） 11g　 46g　 174g　 293g　 450g　 540g　

安定ゼロエミッション電源 87% 88% 15% 35% 25% 12%

　　（安定再エネ） 52% 11% 15% 14% 11% 11%

　　（原子力） 35% 78% 0% 21% 4% 1%

変動再生可能エネルギー 10% 5% 51% 21% 18% 4%

　　（太陽光） 0% 1% 2% 3% 6% 3%

　　（風力） 10% 4% 49% 18% 12% 1%

火力発電 2% 7% 34% 44% 56% 84%

　　（石炭） 0% 2% 25% 19% 44% 32%

図表6� 出所：資源エネルギー庁資料を基に東レ地戦室で数値を整理
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ロッパは戦略的に、再生可能エネルギー普及を
促進し CO₂排出係数を小さくしており、それを
世界にもアピールしているのです。

エネルギー起源と自動車電動化の関係
それを受けて、自動車電動化に対してエネル

ギー起源を見ながら CO₂排出に関して影響度を
プロットしたものを図表7 に示します。

資源エネルギー庁のデータを活用して変換し
て作成した資料ですが、1km走る際の CO₂排出
量は、ガソリン車で約132g となります。2021
年に実施される EU の 95g規制は、この値より
低いので、欧州各国ではできる限り、政策導入
してでも EV を走らせようとしていることが分
かります。

これに対して、日本、欧州、中国での年毎の
エネルギー事情に合わせて、EV を走らせた場
合の CO₂排出量を見ていきます。日本は原子力
発電所が稼働していた 2010年はゼロエミッショ
ン電源の比率が 35％でしたので、当時日本が
EV を走らせると CO₂排出量は 47g になります
が、原子力発電所が止まった後、2015年は化石
燃料由来の電源（石炭火力、LNG火力など）が
増え、ゼロエミッション電源の比率が 16％にな
り、CO₂排出量は 59g に増えてしまいました。
しかし、日本としては、エネルギー基本計画で、
2030年にゼロエミッション電源比率44％とい

う高い政府目標を立てており、目標を実現する
と 41g まで低減できることになります。

一方、EV を積極的に進める中国は、ゼロエ
ミッション電源の比率を 2015年の 27％から、
2030年に 42％、2040年に 49％まで引き上げる
としています。ただ、中国の電源が未だ石炭火
力に依存していることから、多くの再生可能エ
ネルギーを 2030年、2040年に高い目標で普及
させて、その上で EV を走らせても、2030年で
62g、2040年で 53g と高止まってしまいます。
そこで今、中国では、電源そのものを化石燃料
に頼らない、産業界からの副生水素や再生可能
エネルギー由来の水素エネルギー、水力や地熱
など、自動車そのものの EV化で GHG削減をす
るのではなく、PM2.5対策含めて、さまざまな
電源構成について議論がなされていると聞いて
います。

また、欧州は先ほど触れた通り、既に再生可
能エネルギーの普及もあり先進的な地域ですが、
さらに、EU全体では、このゼロエミッション
比率を 2015年の 57％から 2030年の 66％まで
引き上げ、CO₂排出量を 34g から 23g まで低減
することを目指しています。そのため欧州の自
動車メーカーは EV に注力していますが、そこ
には先の再生可能エネルギーの産業競争力が高
まっている背景があり、欧州では戦略的にそう
いった活動を行っているといえます。また、水

CO ₂排出量
（g-CO ₂ /km）

ガソリン・HV車 　EV車　　（％は電源ゼロエミッション比率）
日本 欧州 中国

132 ガソリン車
82 2015年27％
69 ハイブリッド車
62 2030年42％
59 2015年16％
53 2040年49％
49 2015年45％（ドイツ）
47 2010年35％
41 2030年44％
34 2015年57％（EU）
23 2030年66％（EU）
5 2015年94％（フランス）

図表7� 出所：資源エネルギー庁資料を基に東レ地戦室で数値を整理
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力中心のスウェーデンの他、フランスは原子力
発電中心ですので、CO₂排出量は少なくて済み、
欧州全体として 2030年で 23g の達成は、コス
トと両立して実現できる可能性があるのです。
さらにそれを後押しするように、国の政策とし
て積極的に進めていることとなっています。

こうして見ますと、自動車電動化の背景とな
るエネルギー構成の中身にも考慮したうえで、
CO₂削減を進めなければならないということが
分かります。

政府への政策提言
こういった中、私は経団連の地球環境部会委

員でもあり、エネルギー分野や地球環境関連で
の政策提言をするような場に参加しているので
すが、そこではできる限り産業界の代表として
発言するようにしています。また、委員として
参加している環境省のWGでは、サプライチェー
ン全体で GHG を削減することの重要性につい
て意見提言をしています。

更に、平成29年の実績では、内閣府のエネル
ギー・環境イノベーション戦略（NESTI）の委
員として、「革新的生産プロセス」や、弊社G
の事業である「超軽量・耐熱構造材料」「次世
代蓄電池」「水素」「太陽光発電」も含めて、日
本のエネルギー戦略、環境対策の重要性を訴え、
国の産業政策の支援をお願いしたいという提言

をしました。これは国の関連施策として上程さ
れた状態になっています。

3．東レのグリーンイノベーション（GR）
拡大プロジェクト

ここからは東レのプロジェクトについてお話
しします。最初に中期経営課題AP-G 2019 に
ついてご説明します（図表9）。AP-G 2019 で
は三つの基本戦略「成長分野での事業拡大」「グ
ローバルな事業拡大・高度化」「競争力強化」を
掲げており、このうち「成長分野での事業拡大」
では「グリーンイノベーション事業拡大（GR）
プロジェクト」として、私どもが事務局となり
全社を取りまとめています。

また、5 つの重点施策として、「新事業創出」「研
究・技術開発、知財戦略」「設備投資」「M ＆ A・
アライアンス」「人材確保・育成」がありますが、
このうち「新事業創出」について知恵を出して
関係部署と進めているところです。また、長期
経営ビジョン「AP-Growth TORAY 2020」では、
2020年近傍の売上高は 3兆円という目標を立て
ています。グリーンイノベーション事業はその
うち 1/3 となる 1兆円を目指して、順調に拡大
しています。

弊社社長の言葉ですが、「すべての製品の元
になる素材には、社会を本質的に変える力があ
る」というスローガンを掲げ、当社は持続的に

図表9� 出所：東レ（株）図表8� 出所：��内閣府「エネルギー・環境イノベーション戦略」（NESTI2050）資料
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収益を拡大する企業グループとして、長期経営
ビジョンを立て実現に向け邁進しています。そ
れとあわせて地球環境問題や資源・エネルギー
問題に対するソリューションとなる製品の普及
を推進してグリーンイノベーション事業を拡大
している最中です。

図表10 はグリーンイノベーション事業拡大プ
ロジェクトの俯瞰図です。このプロジェクトで
は、地球温暖化防止・環境低負荷に関して、「省
エネルギー」「新エネルギー」「バイオマス由来」

「水処理」「空気浄化」「環境低負荷」「リサイクル」
「プロセス革新」という 8 つの分野で、どのよ
うなことができるかを検討し、素材では自動車・
航空機用の軽量化材料、省エネを含めて暖か素
材、繊維その他の清涼素材、住宅用繊維、発泡体、
フィルムといった事業を拡大しています。また、
太陽光発電、風力発電用の材料、バイオマス由
来の繊維やフィルム、樹脂などの開発、その他、
水の問題では海水淡水化、逆浸透膜など東レの
コア技術の「有機合成」「高分子」「バイオ」「ナ
ノテク」を絡めて議論を進め、事業拡大に結び
つけている段階です。このプロジェクトの現在
の売上高は 8,000億円近辺になっていますので、
2019年は 9,000億円、2020年には 1兆円という
ように今後も伸ばしていきたいと考えていま
す。

4．ライフサイクルマネジメント（LCM）の
考え方

このグリーンイノベーションの根本になって
いるのが東レG で提唱するライフサイクルマネ
ジメント（LCM）の考え方です。これは、あら
ゆる産業活動・企業活動において、製品やサー
ビスをライフサイクル全体で捉え、ライフサイ
クル全体の視点で見た CO₂収支やコストで把握
するというものです。環境負荷低減と、持続的
な成長を両立させるためには、製品とサービス
を、ライフサイクル全体で捉えて CO₂収支を
しっかり把握することが必要であるというのが
私ども地球環境事業戦略推進室の考えであり、
2008年、2009年からこのライフサイクルマネ
ジメントを提唱し約10年が経ちました。

この考えは、具体的には資源採掘を含めた原
料・材料段階から、製造段階はもちろんのこと、
製品としての使用・消費段階、さらに廃棄段階
でどのぐらいの CO₂を排出しているのかを、ラ
イフサイクル全体で把握しようという分析で
す。これをできる限り見える化をしてアピール
をする活動を推進しています（図表11）。

製品A と製品B のように比較対象がある場
合、例えば製品A では、製造＋原料廃棄での負
荷は小さいが使用消費段階で相当大きな負荷が
かかってしまうのに対して、製品B では製造＋
原料廃棄では負荷が若干上がっても、ライフサ

図表10� 出所：東レ（株） 図表11� 出所：東レ（株）
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イクル全体では A に比較して大幅に下がる、と
いったことをアピールできます（図表12）。

当社では、炭素繊維や、ユニクロの「ヒート
テック ®」3 などについて、ライフサイクル全体
で見ると、競合製品よりも相当合理的で CO₂削
減も可能であり、GHG削減に貢献する製品だと
考えています。

この努力もあって、2011年には日本化学工業
協会が中心となり取りまとめ、サプライチェー
ン全体の GHG の見える化のガイドラインと実
例集を発行し、以降、改訂を行っています。

この取り組みを、日本化学工業協会では、世
界規模の取り組みとしようということで、世界
の化学協議会の ICCA（国際化学工業協会）に
この CO₂ガイドラインを持ち込みました。さま
ざまな多くの議論を重ね異論も相当出ました
が、現在では世界の大手化学企業も参画し、化
学業界全体で、この考え方を進めようというと
ころまできました。世界標準とまではいきませ
んが、Avoided Emissions（GHG削減貢献）と
いう概念も含めて、世界の賛同を得ることがで
きたわけです。自動車業界や電機業界など世界
の産業全体で認められるかという課題はありま

すが、化学業界において世界的な賛同を得たと
いうことは大きな進歩だと思っています。

このような活動があって、世界中で日本企業
が活動する中、グローバルな視点でサプライ
チェーンを把握し、地球温暖化対策に日本企業
が貢献しているということを、産業界の代表で
ある経団連が「グローバル・バリューチェーン
を通じた削減貢献」と題して今年発信しました。
内容は、「地球規模の温暖化対策の鍵として、
経団連は、グローバル・バリューチェーン（GVC）
を通じた温室効果ガス削減貢献の取組みを推進
しています」というもので、この削減貢献につ
いて、「グローバルに張り巡らされたバリュー
チェーン全体を通じて、地球全体での温室効果
ガス削減に貢献することを目的とする取組みを
指します」というものです。

このように、各国で GHG を低減するだけで
はなく、世界中で日本企業はグローバルなバ
リューチェーンで GHG削減に貢献していると
いうことを訴え、この概念を政府として今年の
G20 で訴えるという形にもっていってほしいと
考えています。

3：「ヒートテック®」は（株）ファーストリテイリングの商標。

図表12� 出所：東レ（株）
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5．新しい価値の創造（新事業創出）
ここからは、東レG がグリーンイノベーショ

ン事業開発として行っている「新しい価値の創
造」をテーマに、タイの「バガス（サトウキビの
搾りかす）」を活用するプロジェクト、それから
繊維を含め 100％バイオポリエステルの開発、ま
た地方を含めて行政と連携したスマートコミュ
ニティや街作りの事例を簡単にご紹介します。

未活用バイオマス資源の活用
従来の資源消費型社会から循環型社会へのパ

ラダイムシフトが進む中、再生可能なバイオマ
ス資源が注目されています。このうちブラジル
のバイオ燃料（バイオエタノール）はトウモロ
コシからつくりますが、東レでは食料として消
費され得るものではなく、非可食バイオマスか
ら何か新しいものができないだろうかという開
発を行っています。

東レG が研究開発を行っている、タイのバガ
スを活用するプロジェクトでは、ラオスとの国
境に近いウドンタニという都市の三井製糖の敷
地内で、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・
産業技術総合開発機構）の支援をいただいてプ
ラントをつくりました。図表13 はその概念図で

す。サトウキビの搾りかすとして廃棄されたバ
ガスを分離して糖化した後、東レのさまざまな
膜を介してセルロース糖や、オリゴ糖、ポリフェ
ノールなどを精製するものです。これはパイロッ
トプラントですが規模の大きなプラントです。
それをパートナー会社である三井製糖との合弁
会社で 2023年まで技術研究を続けながら出口
を探す計画です。長期的なプロジェクトですが、
これに対してタイ政府からも支援いただき、タ
イ全体でこのプロジェクトを応援いただく形に
なっています。東レの膜の活用で、従来の技術
に対し半分のエネルギーで生産物を得られるの
ではないかということで、非常に期待されてい
るプロジェクトです。

100％の植物由来のポリエステル原料開発
続いて、東レの基幹ポリマーであるポリエス

テルのバイオ化についてお話しします。現在で
も開発が進み、化石燃料由来でなく、一部、植
物由来原料でできているポリエステル原料（部
分バイオPET）を、完全な植物由来のポリエス
テル（100％バイオPET）にしようとする取り
組みを進めています。品質・コストの両立を実
現させなければならない大変難しいプロジェク

図表13� 出所：東レ（株）
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トです。「非化石資源の活用」を目指して開発を
進めていますが、最近、食料と競合しない非可
食でかつ、遺伝子組み換えでない原料（非GMO
原料）の要請が、お客様から出ており、さらに
難しいプロジェクトにはなりますが、海外企業
とも連携して取り組んでいます。

このような活動には、日本だけではなく世界
の動きを見て事業開発、技術開発を加速する必
要があります。そのために東レグループは世界
中に R&D拠点を置いています。研究開発は日
本で行い成果を世界市場に展開するという形を
取り、研究開発まで現地化する企業は少ないの
ですが、東レは先んじて研究開発を含めて現地
に寄り添っていこうということで、日本本社か
ら技術移転するトランスプラント型ではなく、
その地域のニーズに合った自立開発型で運営す
る体制を整えています（図表14）。

図表14� 出所：東レ（株）

環境モデル都市/町との環境（GR）事業の取り組み
北九州市：スマートコミュニティ

続いて、行政や自治体との取り組みをご紹介
します。従来、東レは素材メーカーとしての事
業を行ってきましたが、新しい価値を創造する
こと、新しいビジネスモデルを模索するために、
一般的な産学官連携ということではなく、自治
体その他の行政と組んで、東レの素材を採用し
た最終製品が地域でどのように活かされるもの

か、そのためにどのような企画・設計が必要な
のか、地域の社会や町への提案を行っています。
東レG では、素材開発には、社会設計の段階か
ら積極的に参画し、ニーズを探って研究開発を
行うことが重要であると考えています。

環境関連素材の開発はもちろんのこと、性能
評価、課題と対策、運転・制御ノウハウ等の情
報をできる限り蓄積して、産学官連携と合わせ
て事業化を促進するという仕組みもつくろうと
しています（図表15）。

図表15� 出所：東レ（株）

2011年頃から、環境モデル都市に注目してお
り、中でも先進都市である北九州市とさまざま
な開発を進めています。環境モデル都市として
選ばれている北九州市は世界でも注目されてい
ます。北九州市とは、グリーンエネルギー構想
では太陽光発電、風力発電、産業クラスター構
想では素材・システムの開発・議論を行ってい
ます。膜利用水循環構想では「ウォータープラ
ザ」という研究開発ができるデモプラントをつ
くり、交通クリーン化構想では CFRP製EVバ
スを走らせています。さらに北九州市では、非
常に先進的なリサイクルを行っていますので、
そういう知見を得てスマートコミュニティの実
現に向けた素材の可能性について、自治体と直
接やり取りをしながら広い分野の方々を巻き込
んで研究開発をしています（図表16）。
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図表16� 出所：東レ（株）

また、北九州市は地理的に韓国や中国、イン
ドをはじめアジア諸国に近く、「アジア低炭素化
センター」という組織を持っていますので、北
九州市との取り組みを、ここから世界に発信し
てもらうことも進めています。

北九州市との取り組みの実例を紹介しますと、
太陽光発電と大型蓄電池を活用した EVバスプ
ロジェクトというのがあります。これは、太陽
電池発電事業を行う特別目的会社を設立し、こ
こで発電した電気を蓄電池に貯め、その電気を
使って EVバスに充電するというものです。発
電も再生可能エネルギーで、走行も EVバスと
いうことで完全な GHG排気がないゼロエミッ
ションとなっています。このコンセプトを具現
化するため、韓国でつくった CFRPバスにリチ
ウムイオン電池を積んで北九州市内で営業運行
をしており、海外含めて多くの見学者も来場し
ています。現在は東レグループの東レエンジニ
アリングが発電事業会社として事業を行ってい
ます。

静岡県長泉町：スマートタウン
別の地域との取り組み事例では、静岡県の長

泉町で、東レの社宅跡地に東レ建設がマンショ
ンを 2棟建て、190戸すべてに燃料電池を敷設
して、その中で電力使用量に応じて多い家庭と
少ない家庭で電力を融通するという仕組みを初

めてつくりました。スマートタウン「T-グリッ
ドシステム」と名付けており、省エネ効果は極
めて高く、CO₂の削減効果もあります。また、
一番大きいのは一般電気事業者など系統電力か
ら購入する電力が大きく下がったことです。こ
れは先進的なプロジェクトだということで国交
省の住宅・建築物CO₂先導事業に採択されまし
た。これを横展開するのはなかなか難しいので
すが、このようなスマートタウンプロジェクト
ということも含めて事業を行っています。

6．東レグループのサステナビリティ・ビジョン
と皆様へのメッセージ

東レGサステナビリティ・ビジョン
最後に「東レグループのサステナビリティ・

ビジョンと皆様へのメッセージ」ということで
まとめたいと思います。

昨年7月に、「東レグループサステナビリティ・ビ
ジョン」を社外に発表しました。私どもの活動を
広く分かりやすく発信し、「2050 年に向け東レグ
ループが目指す世界」および「東レグループの取
り組み」と、「2030 年度に向けた数値目標」をま
とめたのがこのビジョンです（図表17）。ここで東
レグループのサステナビリティ・ビジョンの動画を
紹介します（https://www.toray.co.jp/sustainability/ 

●パリ協定
●SDGs目標7：エネルギーへのアクセス確保
●SDGs目標13：気候変動

1．地球規模での温室効果ガスの排出と
吸収のバランスが達成された世界

●SDGs目標6：水と衛生
●SDGs目標14：海洋資源保全
●SDGs目標15：陸域生態系保全

3．誰もが安全な水・空気を利用し、
自然環境が回復した世界

●SDGs目標12：持続可能な生産・消費

2．資源が持続可能な形で管理される世界

●SDGs 目標 3：健康と福祉

4．すべての人が
健康で衛生的な生活を送る世界

東レ
グループの
革新技術・
先端材料

1．気候変動対策を
加速させる

2．持続可能な循環型の
資源利用と生産

3．安全な水・空気を
届ける

4．医療の充実と
公衆衛生の
普及促進に貢献する

東レグループが目指す世界 東レグループが
取り組む課題

東レグループは、以下に掲げる世界の実現を目指し、革新技術・先端材料を通じた4つの取り組みを進めます。
2050年に向け東レグループが目指す世界

図表17� 出所：東レ（株）「東レグループ�サステナビリティ・ビジョン」
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※東レサステナビリティ・ビジョンで検索）。
具体的には、温室効果ガスの吸収バランスを

取るなどの「気候変動対策を加速させるため
に」、さらに「持続可能な循環型の資源利用と
生産のために」「安全な水・空気を届けるために」
と、これらにライフイノベーションの「医療の
充実と公衆衛生の普及促進に貢献するために」
を加えた 4 つの柱で、東レグループが 2050年
に目指す世界に向けて、まず 2030年の数値目
標を示したというのが「東レグループサステナ
ビリティ・ビジョン」の内容です。

このうち気候変動対策の事例としては、例え
ば軽量で強度のある炭素繊維を飛行機の部品と
して活かすことで、製品のライフサイクル全体
を通じた CO₂排出の抑制に寄与しています。飛
行機は世界中で飛行しますので、日本の排出量
削減とは別になりますが、世界中で飛んでいる
からこそ削減が期待できます。この時、誰に
CO₂削減の成果が帰属するのかという議論もあ
りますが、グローバル・バリューチェーンとし

て削減しているということを訴えています。
また、先ほど洋上風車について述べましたが、

新エネルギー社会の構築に向け、風力発電の最
大手のデンマークの Vestas社が積極的に事業展
開をしていますが、同社は東レG のお客様です。
先日、米国大手電機メーカーの GE が 1基で
12MW に達する風車を建てるという記事が出ま
した。世界ではこういった動きがさらに加速す
るだろうと考えています。

製造段階の CO₂削減では、東レG の事業はさ
まざまで、世界中に工場がありますので、プロ
セス改善による省エネの推進などを通して、自
社の排出する CO₂削減を積極的に推進していま
す（図表18）。

また、持続可能な循環型の資源利用と生産と
しては、非化石資源（バイオ資源）の活用を行
おうとしています。さらに既存製品のリサイク
ル促進、生産現場を含めた廃棄物の削減にも取
り組んでいます（図表19）。

また、安全な水・空気については、SDGs の

製品のライフサイクル全体を
通じたCO2排出の抑制
軽くて強い炭素繊維。航空機、自動車
など用途をさらに拡大し、軽量化によ
る燃費向上でCO2排出抑制に貢献し
ます。

新エネルギー社会の構築
風力・太陽光などでクリーンなエネル
ギーを作り、高性能の電池で貯める。
さらには水素に転換・貯蔵し、燃料電池
で動かす。新エネルギー社会を東レの
素材が支えます。

製造段階でのCO2削減
プロセス改善による省エネの推進、再
生可能エネルギーの活用、石炭利用の
削減などを通じて、製造段階でのCO2
削減を積極的に推進します。

1. 気候変動対策を加速させるために 1. 気候変動対策を加速させるために 

図表18� 出所：東レ（株）「東レグループ�サステナビリティ・ビジョン」

非化石資源（バイオ資源）の活用
非可食の植物資源から作る繊維、バイ
オテクノロジーと膜分離技術を応用し
たバイオ原料・燃料の創生など、化石
資源に頼らない社会を目指します。

製品のリサイクル促進
繊維、樹脂、フィルム、炭素繊維―様々
な素材を提供するメーカーとして、製
品のリサイクルを促進します。

生産現場からの廃棄物削減
資源を有効に活用するとともに、リサ
イクルを進め、廃棄物の削減に取り組
んでいきます。

2. 持続可能な循環型の資源利用と生産のために 2. 持続可能な循環型の資源利用と生産のために 

図表19� 出所：東レ（株）「東レグループ�サステナビリティ・ビジョン」
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東レグループの地球環境事業への取り組みと新しい成長戦略

目標でもある安全な水のために、発展途上国を
含めて、水処理膜により安全な水をつくるとい
う社会貢献を行っています。また、工場での用
水管理と大気汚染・水質汚染の防止に向け適正
な管理を行っています。具体的な事業ではエア

フィルターで空気を浄化し、きれいな空気を提
供しています。それとあわせて環境への関心を
高めるべく環境教育の支援活動も行っています

（図表20）。

まとめ
90周年記念時の社長の言葉に「創業以来、高

度な研究開発、的確なマーケティング、および
弛まぬ生産改善活動を通して、今日の東レを築
いてこられた」とありました。今日のご来場の
方々のご助力もあって、今があると思います。

さらに「一時期、繊維事業は厳しい時代もあっ
たが、東レの経営陣は『繊維は世界的に見れば
成長産業である』という認識を持って、研究開
発力、生産技術力を駆使して東レの強みを生か
した高付加価値製品を継続的に上市してきた。
このような長期視点での経営が東レグループの
大きな特徴の 1 つである。東レグループは過去
の厳しい時期を乗り越え、強固な経営基盤、事
業基盤を有してグローバルに力強く事業を展開
する企業グループとして成長してきた。『わたし
たちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献し
ます』という企業理念の実現を念頭に、東レグ
ループは 100年、200年へと持続的成長を続け、
世界から尊敬される企業グループでいようと努

力していく」という内容です。
また、私ども地球環境事業戦略推進室は、

CTO（最高技術責任者）である阿部副社長の直
轄組織であり、地球環境事業において、技術開
発が極めて重要であると考えています。東レの
プロジェクトAP-G 2019 について、阿部副社長
は「『Chemistry』という基軸で、川中や川下で
の加工から、最終市場での社会的価値を生み出
すまでの仕組みを主導的に構築することによっ
て素材の価値を顕在化させたうえで、社会に貢
献する」、また「素材メーカーの『ものづくり』は、
技術力で性能や品質を差別化した高付加価値製
品を創出することが大前提であり、これが東レ
の基本である」と述べています。

最後に「私ども東レグループは、持続可能な
低炭素社会の実現に向け貢献します」という言
葉で締めさせていただいて、私の講演を終わら
せていただきます。

ありがとうございました。

水処理膜により安全な水をつくる
海水淡水化、水の浄化、水の再利用ー東レの水処理技術で
水不足の解消、環境負荷の低減を目指します。

工場での用水管理と大気汚染・水質汚染の防止
工場での水の再利用、排気・排水の清浄化、化学物質の適正管
理等をさらに進めます。とりわけ、水質源が特に貴重な地域に
おいては、取水量を抑制する対策をより一層推進します。

エアフィルターで空気を浄化
東レ独自の極細繊維不織布―繊維1本1本が空気中のゴミ
を吸着します。各地できれいな空気を提供します。

人々の環境への関心を高める
水不足をはじめとした環境問題への関心を高めるため、教育
支援の活動を進めます。

3. 安全な水・空気を届けるために

図表20� 出所：東レ（株）「東レグループ�サステナビリティ・ビジョン」


